
※申マークの記載があるものは申し込みが必要です。

子育て・教育

　７月は「青少年の非行・被害防止全
国強調月間」です。
　伊賀市青少年育成市民会議と市教育
委員会では、関係機関や団体の協力を
得て、非行を誘発しやすい施設などを
巡回する非行防止活動や、青少年を取
り巻く有害環境をなくす活動を推進し
ています。
　今後も、講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成について発信してい
きますので、市民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。　　　　　　

【問い合わせ】　生涯学習課　
　☎ 22-9679　℻  22-9692

次世代を担う
子どもたちのために

　“伊賀の子どもたち＝いがっ子”の
日常の姿を撮った写真を募集します。

【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の人

【応募規定】
○カラーまたはモノクロ
○Ａ４サイズ (210㎜× 297㎜ )
○被写体となる人の肖像権などについ
て許可を得た未発表の作品
○１人３点まで
○データでの提出不可

【応募方法】　郵送または持参
【応募期間】
　７月１日㈮～８月 31日㈬
　午前９時～午後５時　※消印有効

【表　彰】
○最優秀賞　１点　○優秀賞　２点　
○特別賞　　１点　○佳　作　10 点

【審査結果】　10月に市ホームページ
で発表します。
※入賞者には直接通知します。
※詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。

第 14回最優秀賞受賞作品

【申込先・問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻  22-9692

「第 15 回 輝け！いがっ子
フォトコンテスト」作品募集

　

●７月 24日㈰
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店
※日程は変わる場合があります。

【問い合わせ】
　健康推進課
　☎ 22-9653
　℻   22-9666

献血のご案内

　新型コロナウイルス感染症や物価高
騰の影響を受ける子育て世帯への生活
を支援するため、特別給付金を給付し
ます。
※児童扶養手当受給者には、６月 30
日㈭に児童扶養手当受給口座へ振り
込みました。

【対象者】　平成 16年４月２日以降に
生まれた（児童に法令で定める程度の
障がいのある場合は 20 歳未満）児童
を監護・養育する人のうち、以下のい
ずれかに該当する人
①児童扶養手当受給者以外の令和４年
度分住民税均等割が非課税の人

②令和４年１月以降の収入が急変し、
住民税均等割非課税相当の収入と
なった人

③令和２年２月以降の収入が急変し、
児童扶養手当支給制限限度額を下
回ったひとり親世帯の人

④公的年金などを受給していることに
より、令和４年４月分の児童扶養手
当を受給していない人

※①のうち児童手当・特別児童扶養手
当受給者には、申請不要で支給し
ます。

【給付額】　児童１人当たり５万円
【申請期限】　令和５年２月 28日㈫
【申請先・問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9677　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

子育て世帯生活支援
特別給付金

　子育て支援のあり方や、子ども・子
育て支援事業計画の進捗管理につい
て、意見や提案をいただくために子ど
も・子育て会議委員を募集します。

【募集人数】　2人以内
【応募資格】
　次の条件をすべて満たす人
○市内に住所があり、応募締切日現在
18歳以上であること。

○市職員または市議会議員でないこと。
○ 2年間就任できること。

【開催回数】　任期内に４回程度（平日
の昼間２時間程度）

【任　期】
　10月１日㈯～令和６年９月30日㈪

【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。

【応募方法】　「地域において必要な子
育て支援について」を 800 字以内に
まとめて、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を明記の上、下記まで。

【選考方法】　作文審査
※選考結果は、応募者全員に通知します。
※受理した書類は返却しません。

【応募期限】
　７月 29日㈮　午後５時　※必着

【応募先・問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9654　℻  22-9646
　 kodomo@city.iga.lg.jp

伊賀市子ども・子育て会議
委員募集

防災・情報アプリ
H
ハ ザ ー ド ン

AZARDONで配信中！

【問い合わせ】
　防災危機対策局
　☎ 22-9640
　℻  24-0444
　 kikikanri@city.iga.lg.jp

○災害緊急情報
○気象情報
○地震情報
○土砂災害情報
○火災情報
○行政情報
○自治協議会・自治会からのお知らせ

２次元コードから詳しい情報が見られます。

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイズ
を掲載します。
　　　伊賀鉄道（伊賀軌道）で、
昭和の初めに１年半程の間、日本
で最初に車両が走りました。どんな
車両？
①電車
②貨車
③ディーゼル動車
④機関車

（答えは 27ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

【と　き】　７月 12 日㈫
　午前 10時～正午
※午前 10 時 30 分から 20 分間は、
健康体操や脳トレを行います。

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

【と　き】　７月 26 日㈫
　午後１時 30分～４時

【ところ】　名張市役所　会議室 302
　　　　　（名張市鴻之台 1-1）

【料　金】　200 円（認知症の人は無
料。家族の会会員は 100円）
※認知症の人が参加する場合は、事前
に連絡してください。

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　東部サテライト
　☎ 45-1016　℻  45-1055

　もの忘れを早期に発見するため、も
の忘れ相談プログラムによる脳の健康
チェックを行います。保健師による相
談もあります。
※過去に受けたことがある人は、６カ
月以上の期間をあけて受けることを
お勧めします。

【と　き】　７月 27 日㈬
　午前 10時～ 11時（受付時間）

【ところ】
　本庁舎　４階会議室 401

【問い合わせ】　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻  24-7511

【と　き】　８月４日㈭
　午後１時 30分～３時 30分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２

【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】
　三重県がん相談支援センター
　☎ 059-223-1616
　℻  059-202-5911

【と　き】
○介護職員初任者研修
　11 月 17 日㈭～令和５年３月８日㈬
○生活援助従事者研修
　９月 14 日㈬～ 11 月 29 日㈫

【ところ】
　スクーリング：三重県社会福祉会館
　　　　　　　　（津市桜橋 2-131）

【対象者】　三重県に住民登録をしてい
る、おおむね 70歳未満の職に就いて
いない人で、研修終了後、福祉・介護
現場に就職できる人

【料　金】　テキスト代は自己負担
【定　員】　各 39人
※申込多数の場合は抽選

【申込方法】　参加申請書を郵送または
持参。詳しくは募集案内、三重県福祉
人材センターのホームページをご覧く
ださい。

【申込期限】
○介護職員初任者研修
　10月 24日㈪　※必着
○生活援助従事者研修
　８月 22日㈪　※必着

【申込先・問い合わせ】
　三重県福祉人材センター
　☎ 059-227-5160

いがオレンジカフェ

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

脳の健康チェック
（もの忘れ相談）

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン申

介護職員初任者研修・
生活援助従事者研修申

健康・福祉

情 報

伊賀市役所 本庁舎

７月のアート情報
本庁舎で下記の展示を行っています
◆１階玄関横
○第 17回市展「いが」
　高校生入賞作品（書部門）
　•「篆書白氏草堂記六屏　全臨」
　　中井　琴葉さん
　　（あけぼの学園高校）
　•「臨　賀捷表」
　　稲葉 歩乃美さん
　　（上野高校）
◆４階市民ギャラリー
○荒木　寛寄贈絵画展
※準備などで展示のない時間帯が
生じる場合があります。
※観覧時間は市役所の
　開庁時間に準じます。

【問い合わせ】
　文化振興課
　☎  22-9621　℻  22-9619

広報いが

【問い合わせ】　秘書広報課
　☎  22-9636　℻  24-7900　
　 hisho@city.iga.lg.jp
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